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（開催要領） 

1．開催日時：2009年 6月 3日（水） 18:25～20:01 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    麻 生   太 郎   内閣総理大臣 

議員    河 村   建 夫   内閣官房長官 

同     与謝野     馨   内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

                   （兼）財務大臣 

同     鳩 山    夫   総務大臣 

同     二 階   俊 博   経済産業大臣 

同     白 川   方 明   日本銀行総裁 

同     岩 田   一 政   内閣府経済社会総合研究所長 

同     張     富士夫   トヨタ自動車株式会社取締役会長 

同     三 村   明 夫   新日本製鐵株式会社代表取締役会長 

同     吉 川      洋   東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員  石 破      茂   農林水産大臣 

 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）財政健全化目標の論点 

（２）農政改革 

３．閉 会 

 

（説明資料） 

○「平成 22年度予算編成の基本的考え方について」ポイント（与謝野議員提出資料） 

○財政健全化目標の議論に向けた論点（有識者議員提出資料） 

○農政改革の展開方向（石破臨時議員提出資料） 

○農政改革について（有識者議員提出資料） 

 

（配布資料） 

○「平成 22年度予算編成の基本的考え方について」ポイント（参考資料） 

（与謝野議員提出資料） 

○平成 22年度予算編成の基本的考え方について（財政制度等審議会） 

○諸外国の財政再建計画（内閣府） 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 21年第 15回） 
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○農政改革の展開方向（参考資料）（石破臨時議員提出資料） 

 

 

（本文） 

○財政健全化目標の論点 

（与謝野議員） ただいまから経済財政諮問会議を開催いたします。 

 初めに、財政健全化目標の論点について御審議をいただきます。 

 まず本日は、財政制度等審議会の建議が提出されましたので、そのポイントにつ

いて財務省の事務方から説明をいたします。 

（丹呉財務省主計局長） 本日、財政制度等審議会におきまして、「平成 22年度の予

算編成の基本的考え方について」がとりまとめられ、与謝野財務大臣に手交され

ましたので、御紹介させていただきます。そのポイントは、お手元の資料のとお

りです。 

 まず政府におきましては、2011年度までのプライマリー・バランスの黒字化の

目標が達成困難になったという財政の極めて危機的な状況を真正面から受け止め、

財政の持続可能性確保に向けた基本的考え方を国民に示す必要があるのではない

かと言っております。 

その際、以下の４点について留意すべきとの指摘がされております。 

 第１が、プライマリー・バランスの目標達成時期を先送りせざるを得ないのは、

それだけ財政が厳しくなったからであり、新たな決意を持って財政再建に取り組ん

でいただきたい。 

 第２に、「基本方針 2006」の基本的考え方の重要性はいささかも変わらず、むし

ろ高まっている。債務残高の対ＧＤＰ比の安定的な引下げのためには、まず、プラ

イマリー・バランスの黒字化の早期実現、さらに、利払費を含めた財政収支の赤字

の縮減を図っていくことが必要である。 

 第３に、持続可能な社会保障制度を構築し、中期的な財政責任を果たす観点から、

とりまとめられました「中期プログラム」をしっかりと実行していただきたいとい

うこと。 

 第４に、「基本方針 2006」で示されました 2011年度までの歳出改革には、引き

続き取り組むことが必要であり、景気回復を確認した後は、財政の持続可能性を回

復するために、厳格な財政規律を確保していくことが必要であるということです。 

 その上で、平成 22年度予算については、経済状況にも適切に対応しつつ、「基本

方針 2006」の考え方を踏まえた歳出改革を維持していくことが必要であると指摘

されております。これから、とりまとめが行われる「基本方針 2009」の議論の中

で、この建議の趣旨を反映させていただければと思います。 

（与謝野議員） ありがとうございます。続きまして、岩田議員からお願いいたしま

す。 

（岩田議員） それでは、お手元の「財政健全化目標の議論に向けた論点」というペ

ーパーがあります。 
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 このペーパーと、もう一つその後ろに「諸外国の財政再建計画」という配布資料

が付いておりますので、その２つを使いまして御説明申し上げます。 

 まず、財政の健全化目標については、今般の経済危機によって、プライマリー・

バランスを 2011年度までに黒字化するということについては困難な状況にあると

いうことが言えると思います。 

 しかしながら、2010年代の初頭以降、団塊の世代が年金受給者になっていくと

いうことで、高齢化が更に本格化するということであります。歳出・歳入両面での

改革をしっかり行うということが課題になっていると考えております。 

 「短期は大胆、中期は責任」と総理がおっしゃっておられますが、そうした観点

に立ちまして、経済財政運営を行う必要があると思います。 

 これは配布資料「諸外国の財政再建計画」に付いておりますが、先進各国とも景

気回復後の財政健全化の基本スタンスを明確化しております。 

 そのようなスタンスを明確にすることによって、市場の信認を得る。財政部門が

将来不安定化することがないことについて、信認を得るということが景気回復をし

っかりとさせる上でも必要だと考えております。 

 そうした認識の下で、今後、「基本方針 2009」に向けて、新たな財政健全化目標

あるいは歳出改革について以下の観点から検討すべきであると考えます。 

 まず、第１に、目標の在り方とその要件ということですが、まず、基本目標とし

ては、債務残高対名目ＧＤＰ比率を目標の基本とするということです。ただ、その

時に同時に安定化を図る道筋を制御するフローの変数、私は中間の操作目標変数と

言っても良いのではないかと思いますが、直接政府がある程度影響を及ぼすことが

できるような操作変数として、やはりプライマリー・バランスを黒字化するという

ことを位置付けるべきではないかと思います。 

 現行の目標は、参考に書いておりますが、プライマリー・バランスを 2011年度

に黒字化する。ストックの方の債務残高対ＧＤＰ比率、これは 2010年代半ばまで

に発散をとどめ、安定的に引き下げていくという目標が、今、掲げられているので

ありますが、この基本は債務残高名目ＧＤＰ比率だということです。 

 ２番目の論点としては、中期的な政策目標として、管理可能な目標であるという

ことが必要であります。余り遠くまでの目標になってしまいますと、どこまで管理

するのかということになりますので、せいぜい 10年度ということを考えるべきで

はないか。さらに頑健性といいますか、多少の変動があっても使えるという、ある

程度幅を持った目標である必要がある。しかし、同時に、健全化することについて

十分意欲的である必要がある。それと同時に、現実に達成可能な範囲であるという、

これはやや矛盾しているところがありますが、その２つの点を同時に実現するとい

うことが必要だと思います。 

 また、経済動向というのは、極めて、まだ流動的な面も残っております。そのよ

うな変化に応じまして、目標を適時検証していくことが必要だと思います。 

 ３番目の論点としましては、重要なことは市場参加者から納得感や信頼感が得ら

れるような目標であるべきだということです。現実に、現在、マーケットを見ます
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と、随分国際金利を注視しているということが、これは日本だけではなくて、アメ

リカやイギリスにつきましても、マーケットの参加者はどうなるのかということを

ウォッチしているということを考えますと、市場参加者にも納得のいくような目標

を置く必要があるということであります。 

 私どもエコノミストのヒアリングで御意見を伺いましたけれども、政策的に制御

可能なプライマリー・バランスの目標を、例えば外してしまうと、市場の反応は厳

しいのではないか、このような御意見もいただいております。 

 それから、景気の回復が、まだ十分ではないのに、長期金利が上昇してしまうと

いうことになると、回復がそこで頓挫してしまうおそれがあるので、財政の健全化

目標をしっかりとマーケットの参加者に伝えることが必要だと思います。 

 ４番目は、目標を時間軸に沿って整理する。これも重要でありまして、10年程

度を視野に入れた目標を立てるとともに、そこに至る道標としては５年程度という

２つの時間的な視野を置きながら整理したらどうかということです。現在、持たれ

ている一つの目標は、2010年代半ばということなので、ある意味では 10年ぐらい

を視野に置いた目標ということになると思います。 

 ５番目は、財政収支の位置付けを検討することで、今、丹呉主計局長の方からお

話もありましたが、利払費も含んだ財政収支の動向も同時に視野に入れるべきです。

その点については、配布資料「諸外国の財政再建計画」という資料をご覧いただき

たいと思います。 

 １ページ目には、アメリカの財政再建の目標が出ております。これをご覧いただ

きますと、オバマ大統領は、就任してから、任期の１期目の終わりまでに、前政権

から引き継いだ 1.3兆ドルの赤字を半減する。これは、ＧＤＰ比にすると、ほぼ３％

程度で、現在、ガイトナー国務長官が中国を訪問しておられますが、「３％前後に

持っていくのだ」と、改めておっしゃっておられます。 

 このように、アメリカの場合には、2013年ぐらいまでの期間に半減するという

目標を立てているということです。また、この場合には、利払費も当然含んだ財政

収支の目標だということです。 

 元に戻っていただきまして、民間議員ペーパーの３ページ目の「２．歳出改革に

ついての考え方」をご覧いただきたいと思います。引き続き歳出改革を着実に実行

すべきであるということです。まず、最初に 2011年度までについては、「基本方針

2006」の歳出削減の取組みを維持することが必要。もちろん、短期的に経済状況が

極めて悪化するような場合には、果断な対応を行うということであります。予算編

成において戦略的なメリハリ付けを行うべきだというのが１つ目。 

 ２つ目は、中期的には「中期プログラム」に沿って対応すべきだということです。

社会保障部門については、安定財源確保と並行して、社会保障の機能強化を図ると

同時に、コスト縮減、給付の重点化等の効率化を進めるべきです。 

 同時に、非社会保障部門では規模を拡大しないということを基本とすべきである。

この規模ということについて、いろいろな考え方があり得ると思いますけれども、

１つの考え方は、名目で抑えるということです。 
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 以上のように、２点のことを歳出改革についても、堅持していくべきではないか

ということです。 

（与謝野議員） 続きまして、内閣府から御説明をいたします。 

（齋藤内閣府計量分析室長） それでは、引き続き、民間議員提出資料の補足として

経済財政の中長期試算について御説明申し上げます。 

 最初に申し上げておきますと、本試算のベースとなっておりますのは、「経済財

政の中長期方針と 10年展望」のための「比較試算」です。これについては、本年

１月の経済財政諮問会議に御報告しております。ただ、その後、足元の条件が大き

く変化しました。そこで、最新のデータや情報を踏まえて、この比較試算を改定す

るべく現在、作業を進めているところです。本日は、まだ内容を精査する必要があ

りますけれども、議論の素材にしていただくために、現時点での暫定的な試算結果

を御説明させていただきます。 

 この試算は、比較試算における試算の考え方を基にしながら、その後、公表され

ました「平成 21年度経済見通しの暫定試算」、平成 21年１～３月期のＧＤＰ速報、

それから平成 21年度の補正予算、あるいは足元における税収の減少などを反映さ

せて試算をしております。また、試算期間につきましても、2023年度までの 15年

間としております。 

 試算の前提ですけれども、経済や財政に関する想定の考え方については、基本的

に１月の試算と変えておりません。マクロ経済面での想定としては、順調回復シナ

リオ、急回復シナリオ、底ばい継続シナリオという３つのシナリオを想定しており

ます。 

 また、財政面での想定としては、１月時点と同じく社会保障の機能強化、消費税

率の引き上げ幅、それから歳出のパターンについて複数のケースを設定しておりま

す。 

まず、経済想定の違いによってどのような差が生じるのかについて、社会保障機

能強化を行い、それから消費税率を５％引上げ、歳出のパターンとして、2011年

度までは 14.3兆円の歳出削減、その後は、非社会保障歳出を名目額横ばいとする

ということを共通の想定として試算をしております。ただし、底ばい継続シナリオ

については、景気低迷が続きますので、消費税率を据え置くなどの想定をしており

ます。 

 実質成長率については、順調回復シナリオでは、一時的に前回試算の成長率を上

回った後、中期的には１％程度の潜在成長率に回帰するという形になっております。 

名目成長率については、おおむね実質成長率と連動した動きとなっております。 

 国・地方を合わせました基礎的財政収支、いわゆるプライマリー・バランスにつ

いては、足元の 2009年度では、税収の悪化あるいは補正予算による歳出増を受け

まして、赤字が１月試算におきます４％程度から大幅に悪化しまして、赤字が８％

程度になっております。その後、順調回復シナリオでは、経済の回復に伴って、徐々

に収支は改善してまいります。 

 しかし、依然として 2011年度には、１月試算時より大幅な赤字が残ります。ま
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た、黒字になる年度も１月試算時は 2018年度となっておりましたけれども、今回

の試算によりますと、少なくとも 2020年代の初めに後ずれするということになっ

ております。 

 なお、急回復シナリオでは、それより早く黒字化する一方で、底ばい継続シナリ

オでは、試算期間を通じて大幅な赤字が続くという姿になっております。 

 基礎的財政収支に利払い等を加えた財政収支を順調回復シナリオで見ますと、

2010年代半ば以降、経済の回復に伴う金融の高まりによって、収支は徐々に悪化

する姿となっております。 

 公債等残高のＧＤＰ比は、基礎的財政収支の動きを受けまして、順調回復シナリ

オでは、おおむね横ばいで推移し、急回復シナリオでは、低下傾向を示すことにな

りますが、他方、底ばい継続シナリオでは発散する結果となっております。 

 次に、順調回復シナリオを前提にして、前の試算で見ていただきました消費税率

５％引上げの場合のほかに、税率の据え置きや消費税率を３％あるいは７％引上げ

る場合について試算をしております。これによってどういう違いが出てくるかとい

うことです。 

 基礎的財政収支の動きは、消費税率が７％の場合、あるいは５％引き上げた場合

については、試算期間中に黒字化することになりますが、他方で３％引上げの場合、

あるいは据え置きの場合には、試算期間中には黒字化しないということがわかりま

す。 

 公債等残高のＧＤＰ比は、５％の場合には、ほぼ横ばいで推移するとが、７％の

場合ですと、低下傾向を示します。他方で、据え置きあるいは３％引上げの場合に

は、若干の上昇傾向を示すことになります。 

 最後に、歳出削減について、これまで前提としてきたような厳しい歳出削減をす

る場合とは別に、2011年度までは 11.4兆円の歳出削減を行い、その後も、非社会

保障歳出については物価上昇率並みの増加は認める場合について試算しておりま

す。それ以外は、順調回復シナリオあるいは消費税率５％引上げを前提にしており

ます。 

 その場合、基礎的財政収支は、消費税率の引上げが終了する 2015年度以降は、

赤字を残したまま、ほぼ横ばいの動きとなります。そして、試算期間中には黒字化

は達成できないという姿になっております。また、公債等残高のＧＤＰ比は上昇傾

向を示すことになります。 

（与謝野議員） それでは、御自由に御発言をいただきたいと思います。 

（岩田議員） 基本目標となる公債等残高とＧＤＰ比率は、世界経済が順調回復する

というのが仮に標準的なシナリオとしますと、例えば今、2009年ですので、2019

年の時点で、残高ＧＤＰ比率は、ほぼ横ばいのようなところまで来ているという

説明があった。 

 もう一つ、基礎的財政収支は、例えば 2019年時点で見ていただくと、標準ケー

スの場合でも、基礎的財政収支で黒字化するのは、まだ若干足りない。しかし、10

年ぐらいの視野で、やはりフローでもストックでも、すなわち基礎的収支で言えば
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黒字化であるし、名目のＧＤＰ比率で見た公債残高というのが、やはり横ばい、な

いしその後は少しずつ下がっていくというような姿が望ましいのではないか。ここ

はなかなか実現可能なことと、しかし、同時に財政再建をしっかりやるのだという

意欲の両方の接点のようなところになるかと思いますが、この説明があった試算で

は、ストックとフローで見れば、標準シナリオであれば、努力をすれば、何とか射

程に入るようなことかと思います。 

 同時に、例えば基礎的収支については、５年後ですと、2014年というようなこ

とになるのですが、この場合ですと、基礎的収支はもちろん、黒字ではないのです

が、例えば半分以下にするとか、そのようなことは射程に入っている話ではないか

と思います。 

（吉川議員） 財政健全化の目標としては、先ほど岩田議員から御説明があったよう

に、５年ないし 10年を見通して、ストック、具体的にデットＧＤＰ比、それから

フロー、例えばプライマリー・バランスの両方見ていくということが正しいと思

います。 

 私は、今後５年くらいのフローの財政運営について一つ発言させていただきたい

のですが、2006年の基本方針、いわゆる歳出・歳入一体改革には、私も当時の諮

問会議で、その基本方針づくりに参加させていただいたのですが、そこには経済が

大きく減速する場合には、財政健全化のペースを抑えるなど、柔軟性を持った対応

を行うという、いわゆるエスケープ・クローズのようなことを原則として書き入れ

たのです。 

 現在の日本経済というのは、実はまさにその状況なのですが、ただし、当時いわ

ゆるエスケープ・クローズを議論した時に、エスケープ・クローズだけだと永遠に

目標が達成されないということを話し合っていたのです。これは、例えて言えば、

ある一定の速度の自動車で高速道路の目的地に行くという目標を掲げたときに、霧

が濃くなってきたら安全運転のためにスピードを落とす、これは正しいと思います

が、それだけで霧が晴れてきても、しかるべくアクセルを踏まなければ、これは永

遠に予定どおり目的地に着かないことは明らかであります。 

 したがって、今のような経済が非常に厳しいときには、「基本方針 2006」の原則

で言ったとおり、財政健全化のペースを抑える。あるいは更に踏み込んで経済対策

を打つということについても、我々はそうやるべきだと言ったのですけれども、も

う一方で、今後５年くらいを見通したときには、経済がしっかり回復してきたとい

うときには、果断に財政再建のアクセルを踏まなければいけない。それをやらなけ

れば、先ほどお話ししたとおり、これは永遠に日本経済、財政の健全化という大目

標は達成できないのですから、そのことはやはり強調しなければいけないと思って

おります。 

（与謝野議員） ありがとうございます。鳩山議員。 

（鳩山議員） ５月 27日に国と地方の定期意見交換会、これは官房長官主催でやりま

した。今日も、私は、地方団体との会に出ておりました。今日は総理に全国市長

会に出席していただきました。 
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 そうした中で比較的言われることは、地方の定員削減はものすごい勢いでやって

いるのだと。そこで地方のプライマリー・バランスが好転したことを地方の余裕と

言われては困るので、これは地方の努力によってプライマリー・バランスが改善し

たということを御理解いただきたいと言われること。 

 それから、今回、大変な経済対策をやっていただいておりますので、非常にあり

がたいという感謝の気持ちがありますが、これは 100年に１度ということでやって

いただいて、これが切れた後が怖いという意見が非常によくあるということです。 

 それから「中期プログラム」には期待をしているけれども、是非地方消費税のお

願いをしたいということ。それから「基本方針 2009」を策定されていくに当たっ

て、地方分権の改革の道筋を書き込んでいただきたい、直轄事業負担金などは毎回

言われておりますが、そのような話が出ております。 

（三村議員） 私も今回の議論に初めて参加させていただいたのですが、企業でもい

ろいろな環境の変わり目の中で、思い切った施策を打つためには、どうしても財

政が健全でないと打てないと、こういうことだと思います。 

 私ども、経済財政諮問会議でいろいろなことを議論させていただきました。活力

と安心実現のための施策という形で、例えば教育の問題、それから格差是正の問題、

それから社会保障の問題、少子化対策の問題あるいは更なる将来の成長に向けた施

策と、こういうことをいろいろ議論させていただきました。これは皆必要だと思っ

ております。しかし、一方では財政健全化ということがなければ、これはまたでき

ないということで、トータルとして、最終的に全部実現させるためには、どうして

も財政健全化の道筋というか目標が絶対必要だと思っております。したがって、今

日の民間議員のペーパーに私は大賛成です。 

 それから、足元の景気対策で、15兆程度の補正予算を出したのですけれども、

考えてみれば、これがなかった場合とあった場合を比較してみた場合、wise 

spendingが実行されている限り、トータル的には財政健全化に役立っているはず

なのだと思います。 

 したがって、今回の補正予算が財政健全化に悪影響を与えるとか、そういうこと

ではないと私は思います。ただ、これが効果を上げれば、もちろん、吉川議員の言

ったように、元に戻すということが必要だと思っております。 

 ただ、非常に難しい２つの中で、我々としては道筋を選ばなければいけないとい

うことを、どうやって国民に理解してもらうのか、これは非常に大切なことでもあ

り、難しいことではないだろうかと思っております。 

（与謝野議員） 二階議員。 

（二階議員） 思い切った財政出動を行うことは、私はやがて必ず評価される時代が

来ると思っておりますが、財政健全化ということに取り組むということは、今も

お話のあったとおりでありますが、財政規律の重要性ということを、政府として

も思い切ってその姿勢を示すことが重要だと思っております。 

 日本経済の不況を脱して、回復軌道に乗せるということが最優先でありますから、

景気の動向に十分注意を払いながら、必要に応じて柔軟性を持って対応することが
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改めて大事だと思っております。 

 したがって、今後、歳出面では、いつでも一律削減というのではなくて、未来開

拓戦略等の施策に重点配分を行うなど、メリハリの効いた財政運用は必要であると

思っております。 

（与謝野議員） 張議員。 

（張議員） 財政健全化目標の枠組みやその水準については、努力すれば達成可能な

レベルを皆で議論していくということですけれども、重要なのは、先ほども出て

おりましたように、政府がその目標に向けて取り組む姿勢を明確にする。そして、

財政規律を維持していくことだと思っております。 

 歳入が減少する中では、真に経済成長や雇用・生活の安心につながる予算は手当

する必要があると思いますけれども、一律に予算を増加させるというわけにはとて

もいかないだろうと思っております。 

 こうした観点から「基本方針 2006」の取組を維持しながら、今後のシーリング

の中で重点化すべき分野と効率化すべき分野をしっかりと議論していくことが不

可欠であると思います。社会保障に関しましても同様でございまして、今後機能強

化に向けて取り組んでいくことになりますが、その中でも給付の重点化やコスト縮

減など、メリハリをしっかりと付けていく必要があると思います。 

（与謝野議員） 他に御発言ございますか。 

 それでは、次回の諮問会議では、本日の論点の議論を踏まえ、民間議員から財政

健全化目標について、具体的な提言をお願いいたしたいと思います。 

 ここで石破大臣が入室されます。しばらくお待ちください。 

 

（石破臨時議員入室） 

○農政改革 

（与謝野議員） それでは、ここからは石破大臣にも御参加いただき、農政改革につ

いて御審議をいただきます。 

 初めに、石破臨時議員から御発言がございます。 

（石破臨時議員） 資料を幾つか用意をしております。説明資料「農政改革の展開方

向」とその参考資料に基づき、平成の農地改革について簡単にお話をいたします。 

 説明資料の１ページ目、現在、農地法は衆議院を通りまして参議院の御審議待ち

ということになっております。農地法の施行以来、最大の改正を行ったと思ってお

ります。今まで自作農主義、耕作者主義ということを申しておりました。それは、

戦前大地主が各地に農地を持っておりましたが、自分で農地を所有するということ

が、農地を最大限に利用するインセンティブになるという考え方で農地解放を行い

ました。それによって、自作農は増えたのです。 

 そして、それが耕作者主義と言い方を変えてまいりました。耕作する者が農地を

所有することが最も適当であるということが農地法の１条に書いてあったのです

が、問題は農地を所有しながら利用しないという人が随分と増えてまいりました。

農地を持っているのだけれども使わないという人が増えてまいりまして、これを何
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とかしなければいけないということで、利用ということに焦点を当てまして、今回

の改正案を国会にお願いしているところです。 

 １ページの右上のところに「面的集積のイメージ」とありますが、現状はこのよ

うに小さく分かれているということですが、それを望ましい姿に移行させたいと考

えているところです。 

 「経済危機対策（21年度補正）」では 3,000 億円の基金を積んでいるのですが、

農地を持っているけれども、これを人に貸したいという気が余り起こっておりませ

ん。別に貸さなくても良いではないか、今のままで良いではないかという方々も多

く、これは貸し手の方にインセンティブを与えないと動かないという判断に基づい

ているものです。農地は必ず返ってくるという担保も付けました上で、10アール

当たり１万 5,000円を最長５年分支援する。ということは、どういうことかといい

ますと、１ヘクタールになりますとこの 10倍ですから 15万円です。最長５年間と

いうことになれば 75万円ということになります。 

 いろいろと議会でも御批判はありましたが、これをやることで集積をしなければ

ならないという思いです。地方に行ってご覧になるとおわかりになろうかと思いま

すが、もう作らないという耕作放棄の問題は何も中山間だけではありません。平場

で条件も良いところでも、もうやらないという方が多いのはなぜかと申しますと、

２反とか３反でも機械を買わなければいけません。皆で共同で使ったら良いのでは

ないかというお話なのですが、農作業は土曜・日曜に集中するものですから、機械

がワンセットだけではどうにもならないということで、どの農家も 200万も 300

万もする、１年で償却が 90万円となるような、そんな機械を持っています。 

 昭和一桁生まれの方に担ってきていただきましたが、その次の代になりますと、

もうそんなことはやめだということで、農地は貸しもしないし、農業もやらないと

いうことが、今、現実に起こっております。今これを加速しないようにしないとい

けないので、もし１ヘクタールということであれば 75万円支援し、貸した農地は

返ってきますから、どうぞ貸してくださいということで、今回の補正で基金を積ん

だ次第です。 

 これが平成の農地改革というものですが、この周知を徹底しなければなりません。

農林水産省として、また後ほど参考資料をお配りできればと思いますが、この「経

済危機対策」で１冊のパンフレットを作りました。これには、逆引き表と私どもは

申しておりますが、「あなたはこんなことに困っていませんか」というのをずらっ

と書きまして、「その解決のためにはこの事業があります」というように作らせて

いただきました。 

例えばこのように１万 5,000円入ってきますよ、早く貸せば貸した方がお得です

よというように、だれが見てもやりたくなるようなパンフレットを作りまして、こ

の事業の加速化を図ってまいりたいと考えているところです。面積集積を図ること

が平成の農地改革と考えているところです。 

 次に、問題となっております米政策について、水田農業政策をどうするかという

ことですが、繰り返して恐縮ですが、なぜ自給力を向上させねばらないかというお
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話を、もう一度させていただきたいと思います。 

 参考資料「農地改革の展開方向」の１ページ目を開いていただきたいと思います。

穀物市場がいかに不安定かということを書きましたのが、このグラフです。日本は

1970年代に、穀物危機を経験いたしました。アメリカが大豆を２か月間禁輸しま

して、日本国内が大騒ぎになったことがございました。なぜあのようなことが起こ

ったかといいますと、イワシの小さいアンチョビという魚がありますが、アメリカ

はこれを餌に使っておりました。ところが、アンチョビが不作になってしまい、大

豆かすを餌にすることになりました。そうすると、大豆の需要がものすごく上がり

まして、アメリカはそれによって禁輸を行ったということが背景にはございました。 

 1973年に、大豆の国際価格が４倍になりました。あるいは 1973年～1974年にか

けて小麦が４倍になりました。1974年にトウモロコシが３倍になりましたという

グラフです。ところが、穀物生産はどうであったか、よくよく後で見ると、1972

年に穀物の生産は３％減っただけでございました。３％減っただけなのに値段は４

倍に上がった。これが穀物市場の特色です。 

 何でこんなことが起こるのかということですが、２ページ目をおめくりいただき

たいと思います。日本に置き換えて考えてみますと、平成５年に米の大不作の年が

ございました、細川内閣のころですが、米がとれない年がございました。その年に、

日本では米の収量が 26％落ちました。274万トン減産になりました。それで日本が

米を買い付けに出ましたが、そのときに米の値段が２倍に跳ね上がりました。この

ように、我が国が買い付けに出ただけで、米の値段は倍に上がったことが実感とし

て皆様にも御納得いただけようかと思っております。 

 何でこのようなことが起こるかという話が、３ページ目ですが、生産される穀物

のうち、どれぐらいが貿易に回っているかということです。自動車は生産の４割が

貿易に回っております。石油は生産の６割が貿易に回っております。ところが、米

は生産の７％しか貿易に回りません。トウモロコシは 12％、小麦は 19％というこ

とで、どの国も自分の国が生きることを優先いたします。穀物の貿易がタイトにな

りますと、そもそも市場が薄いものですから、少し不作でもすぐに値段が上がりま

す。 

 そのようなわけで、どの国も先進国は自給率を上げることを当然の政策として行

っております。我が国だけがそうではないという状況にあります。自給力・自給率

を上げていかなければならないのですが、鳩山議員も付けていただいておりますが、

笑味ちゃんバッジというバッジがありまして、米をもっと食べて自給率を上げまし

ょうというバッジ、官房長官にもお付いただいております。もっと普及したいと思

っておりますが、お米を一口食べると自給率は１％上がります。朝・昼・晩一口食

べると３％上がります。一膳食べると８％上がりまして、朝・昼・晩食べると８％

×３食で 24％上がりまして、これで自給率問題は解決ということになりますが、

なかなかそういうことになりません。 

 ひところの米の消費量は半分に落ちております。昭和 37年には、皆、御飯を５

杯食べていたと言われるが、今は 2.7杯しか食べません。居候、３杯目にはそっと
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出しという言葉は、そのうち死語になって、居候とは何ですか、３杯目って何です

かという話にそのうちなるのだろうと思っております。しかし、その消費の減退に

合わせて水田が減ったかといえば、そうではありません。今ある水田の６割で国民

の米は賄えてしまうので、残り４割をどうしましょうかということが生産調整です。 

 フルに作られてしまいますと、更に値段は落ちる。ではその４割で小麦を作って

ください。大豆を作ってください。それで自給率を上げてくださいということで、

一種の生産調整がある。これはカルテルという人もおられます。しかし、それだけ

ではなくて、それに組み合わせて小麦を作ってください。大豆を作ってくださいと

いう政策を今までやってまいりまして、これが生産調整といわれるものです。 

 これを、これから先どうしましょうかということですが、米の値段を維持しまし

ょう、そしてまた小麦、大豆を作って自給率を上げましょうというのは、それはそ

れとしてきれいな政策に見えますけれども、これを 40年間続けてきた結果として

何が起こったかといいますと、もう農村地帯のものすごい疲弊が起こってまいりま

した。 

 いつも申し上げることですが、基幹的農業従事者、すなわち「あなたのお仕事は

何ですか」と聞いて、「農業」と答える人を基幹的農業従事者と申しております。

月曜日から金曜日まで自動車工場に勤めて、土曜日・日曜日だけ農業に出る。ある

いは月曜日から金曜日まで銀行に勤めて、土曜日･日曜日だけ田んぼに出るという

方は、あなたの仕事は何ですかというと、私は自動車メーカーに勤めていますとか、

銀行マンと言うのであって、間違っても私は農業ですと言いません。フルタイムで

農業に従事しておられる方々を基幹的農業従事者と申しておりますが、この６割は

65歳以上です。10年前は６割が 55歳以上でした。20年前は６割が 45歳以上でし

た。20年前も 10年前も今も、同じ方々が農業を主に担っております。このままい

くと 10年経てば、日本の農業を主に担う方は 75歳以上に必ずなります。20年経

てば 85歳以上になります。そのようなことは世の中にあり得ないことであって、

このような国は世界中でも日本しかありません。 

 農業所得は、平成２年～平成 17年の間に半分に落ちました。そして農地はどん

どん減っておりまして、ヒト・カネ・モノ全部が低落傾向にあります。 

 また、生産調整は今、農業共同組合が主体になって行っておりますが、実際にこ

の生産調整をやるというのは、それぞれの村にとっては大変なお話です。もう土曜

日･日曜日の夜も大変な思いで農協職員、あるいは市町村の職員たちが生産調整を

やっておりますが、この問題点は幾つかあります。 

 １つは、もう皆に迷惑をかけないように生産調整をやろうということになってい

るので、その人たちが努力の末に価格を構成しておりますが、３割の人が生産調整

に参加しておりません。そうすると、生産調整に泣く泣く参加した人たちが作った

価格の上に生産調整に応じない人がもうけを得ている。どう見たって不公平じゃな

いかという、この不公平感が一番の問題です。 

 また、農地改革のところで申しましたが、構造改革、すなわち大規模化が進んで

おりません。あるいは大豆・麦等の作付けも定着拡大しておりません。この生産調
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整のやり方には、どこか問題があると思わざるを得ないのです。これをどうするか

ということで、３ページ目に生産調整のシミュレーションの予測を付けました。生

産調整をいろいろな手法でおこなうとどうなるかというグラフが、米政策シミュレ

ーションによる予測です。 

配布資料の４ページ目です。これはシナリオとして、「生産調整強化シナリオ」、

「現状維持シナリオ」、「生産調整緩和①シナリオ」、「生産調整緩和②シナリオ」、

「生産調整廃止シナリオ」というふうにグラフを書いてみました。これは、コンピ

ュータを何日もかけて動かしまして、いろいろなデータを入れて作ったものです。

今までこういうものは公表しておりませんでした。今から７、８年前、自民党の農

林部会で、全部やめたらどうなりますかと、そのシミュレーションをやってくださ

いとお願いしたことがありますが、その時に米は１俵 5,000円まで下がるというシ

ミュレーションが出た。それだけが今までありました。今回、いろいろなケースを

想定したのは、今回が初めてです。 

 そこで示しておりますが、生産調整を更に強化するといった場合には、米の値段

は当然維持されることになります。高い水準で維持をされます。しかし、値段が高

いので、どうしても需要は減ります。そうすると、結果として生産は下がるという

のが一番上の「生産調整強化シナリオ」です。 

 その下の「現状維持シナリオ」の場合には、生産調整の手法を現状で維持したと

しても、日本の人口は減るのです。高齢化にもなりますから消費は減ります。つま

り消費は減るということから考えてみますと、その場合でも米の需要が下がります

ので、価格は少しずつ下がっていくことになります。 

 では、生産調整を全部やめたらどうなるのかというのが、一番下の紫色のグラフ

でして、全部やめて、皆が好きなだけ作るということになりますと、一時的に需給

は全然不均衡になりまして、値段はものすごく下がるということが起こります。そ

のうち見えざる手によって、どこかで均衡しますが、一遍にどんと下がるというこ

とで本当に耐えられるかということになれば、その答えは否ということになろうか

と思います。 

 シミュレーションについては、いろいろな前提を付けて、いろいろな場合を考え

て詳細に今、行っているところです。これは公表しておりますので、いろいろな御

意見、御批判が出ております。 

 配布資料の５ページ目。幾つかアンケートが出ておりまして、１つは朝日新聞と

東北大学が共同で、東北地方を中心にアンケートを行いました。「あなたは減反に

ついてどう思いますか」という質問に対して、「廃止されるべき」という方が 16％、

「大幅な見直しが必要」だという方が 49％で、合わせて 65％ということになりま

す。「若干の見直しは必要」だという方が 23％、このまま「継続されるべき」とい

う方は９％でした。これが朝日新聞及び東北大学のアンケートの結果です。 

 その下に、河北新報社、これは仙台に本社がありまして、東北で一番大きなシェ

アを持っている新聞です。宮城県では７割ぐらいの方がこれを読んでいるというこ

とで、米どころを中心にアンケートをするとどうなるかということですが、これは
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設問のとおり申しますと、「生産調整の緩和に意欲を見せる石破農相の姿勢につい

て」どうなのだという調査をやりますと、「評価する」といってくださったありが

たい方が 54.5％、「評価しない」といった方が 43.1％ということになっております。 

 「評価しない」とおっしゃる方はなぜなのでしょうと理由を聞きますと、これは

必ずどこでも出てくるのですが、「米価が下落し、農業経営が行き詰まる」から減

反の緩和なんてだめだという方が５割、「自己責任で対応するには限界がある」と

いう方が１割、そんなことをやると「休耕田・耕作放棄地が増える」からだめだと

いう方が１割、「その他」が３割ということになっております。 

 その右の上に行きますと、やはり同じような調査がありまして、東京大学大学院

の鈴木先生が調査されました結果は、米の減反政策について「やめた方が良い」と

いう方が６割、「継続した方が良い」という方が４割弱。なぜ継続した方が良いと

思いますかと聞くと、同じような理由です。米の値段が下がっては困るというのが

一番の理由です。 

 最後に、日本農業新聞、これは農業関係の方々が中心に読んでおられる新聞です。

農政の見直しについて、どう思うかという調査の結果、賛成が約 37％、反対が約

28％、どちらとも言えないが約 33％ということです。しかしながら、反対といわ

れる方でも、生産調整の見直しは必要だという方がおられまして、何を望んでおら

れるかというと、「水田フル活用の定着」、すなわち米粉とか餌米をもっとやってく

ださいということ、あるいは「生産調整の選択制と所得補償を導入」、選択性にす

るべきだと、所得補償を導入するべきだ、これも反対の中に入っておるのではない

かと思いますが、よくよく考えてみますと、朝日新聞も農業新聞あるいは東京大学

の調査も、傾向としては同じものが出てまいります。今のままで全く良いのだとい

う方は非常に少ないのでありまして、どのようにして所得を確保するかということ

と合わせ技で考えていかなければいけないと考えております。 

 この生産調整については、まだ答えも全然出ておりません。現在、農水省として

評価アンケートを取っている最中でありまして、予断を持ってものをいうことは絶

対あってはならないと思いますが、私としてこのように反対だと言われる方々の御

意見に対して、どのように丁寧に答えていくかということが一番肝要ではないかと

思っております。先ほど来申し上げておりますように、現在、二次シミュレーショ

ンやアンケートを行っているところですが、繰り返しになりますけれども、経営者

の創意工夫が発揮されることが必要である。私はたくさん作りたいのだと、たくさ

ん作ってコストを下げて、安くて良いものを売りたいのだという経営判断もあれば、

いや、減反に参加をしても、しかし所得を確保したいという経営判断もあるかもし

れない。あるいは少量だけも１俵３万円で米を売りたいという経営判断もあるかも

しれない。それぞれの経営者が創意工夫を発揮していただけるような工夫が必要だ

ろうと思っております。先ほど来申し上げておりますように、不公平感がなくなる

こと。それから、大幅な過剰在庫が生じないことも必要であろう。 

もう一つは、担い手の経営がきちんと成り立たなければ、そのほかの人たちの経

営も成り立たないということはよく考えるべきなのだろうと思っております。担い
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手ではない人ばかりいるところで、本当に集落として農業経営が成り立つかといえ

ば、そのようなことはございません。担い手がきちんと経営できることによって、

そのほかのそうでない方々の経営も維持できる。ですから、担い手がきちんとする

ことが、農業全体を維持していくために必要なことだと考えております。 

 政策の選択をいろいろ行うことになりますが、相当にきめ細かくやって、納得感

を得ることが必要であると考えております。 

 先ほど基幹的農業従事者は 65歳以上が６割と申し上げましたが、これは急ぎま

せんと、本当に各地で集落の崩壊が起こりますので、これは極めて急ぐ必要がある

だろうと思っております。 

 もとの資料に戻りますが、説明資料の３ページ目、「農山漁村の機能発揮のため

の支援のあり方」を御説明したいと思います。農業の多面的機能、洪水を防止した

り、あるいは崖崩れを防いだり、いろいろな機能があります。これは約８兆円の価

値があると言われております。これをどうやって保っていくかということですが、

何しろ農山村に人が来ません。若い人がいません。今回の雇用対策もありまして、

田舎で働いてみませんかという事業をやってみました。「田舎で働き隊！」という

事業ですが、当初 800人ぐらい来るかと思っていたら、2,479人がやって来まして、

農村で働きたいというニーズは相当にあります。 

 もう一つ、これは農業ではありませんが、バイオマスをどうするかという話です。

今あるバイオマス資源をきちんと利用しますと、関東地域に約 1,800万世帯ありま

すが、この全部に必要となる電力に近い電力供給が可能であるという試算も出てお

ります。 

 農業問題も非常に重要ですが、例えばバイオマスの利用というのは、ヨーロッパ

の林業国の約 100分の１しか利用がされておりません。日本の林業の生産コストは、

大体ヨーロッパの林業国の 10分の１の生産効率しかありません。これをどうやっ

て上げていくか。すなわちこれから先の農山村を考えるときに、若い人たちに来て

もらうことも重要です。それはそれで全力を挙げてやりますが、林業というものを

どう考えるかが極めて重要であると考えております。 

 限界集落というのは、本当に嫌な言葉ですが、たくさんあります。そこに集落営

農とか経営マインドとか、そういうことを申し上げても、もうそのような状況は通

り越しているところでありまして、産業としての農業生産と社会政策としての農林

水産行政、政策というかどうかは別にしまして、そこは両方合わせて考えていく必

要があると考えております。 

 今後御指示をいただきながら、農政改革に広い御理解をいただき、消費者の方々、

あるいは納税者の方々、それから自民党の中も、皆、同じ思いでいらっしゃいます

が、方向性についていろいろな御意見がありますので、そこをきちんとよく承った

上で農政改革を何とか確固たるものにしたいと思っております。 

（与謝野議員） ありがとうございました。 

 次に、吉川議員からお願いします。 

（吉川議員） それでは資料「農政改革について」を御説明いたします。 
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 「産業としての持続性」、「食料供給力」、「農村の活力」の３つの再生を目指した

抜本的な農政改革が必要だと私どもは考えております。先般４月の「農政改革の検

討方向」に沿って本年夏に具体的な政策をとりまとめて、１兆円の補正予算から平

成 22年度予算編成へと農政改革の着実な実行につなげていく必要がある。以下、

改革の方向について私どもが考えていることを述べさせていただきますけれども、

そうした改革に向けて先行モデルをできるものから順次実行に移して、言わばベス

ト・プラクティスを全国に展開していくべきだと考えております。 

 特に、日本の農業をめぐるさまざまな問題の核心は、米、麦等の穀物、要するに

土地利用型農業にあるのですので、農業経営体の自由度を高める仕組みを整備して、

国民が真に利益を実感できるような改革をすべきである。 

一方で、人口減少や兼業機会の喪失によって、地域の活力が失われている。そう

した農山漁村の活力の再生に取り組むべきである。 

改革について、まず「（１）『平成の農地改革』法の早期かつ円滑な施行」。 

農地の「所有から利用への転換」という法の趣旨を現場に周知徹底すべきである。 

平成 21年度補正予算で実現した 3,000億円の「農地集積加速化事業」の効果を

毎年度検証しながら有効に活用して、土地利用型農業の大規模化を実現すべきであ

る。 

２ページ目ですが、「（２）農業経営体の育成・確保を通じた農業所得の増大」。 

これは当然といえば当然ですが、十分な農業所得を確保できる農業経営体への支

援を強化して、農業経営体の参入促進・育成・支援に関する施策を総合化すべきで

ある。 

生産・流通・販売を通じた農業所得増大に向けた工程表を早急に作って、平成

22年度当初から可能なものから実施に移すべきである。 

「（３）米政策の抜本的見直しを含めた穀物政策の総合化」。 

これは、とかくわかりにくく複雑な土地利用型農業・穀物に関する政策を見直し

て、総合的穀物政策を本年度内にとりまとめて、実施に移すべきである。 

米政策の在り方については、関連施策との組み合わせと国民経済における便益を

具体的な政策の選択肢として早急に示すべきである。 

「（４）農山漁村の活力の再生」。これは既に述べたことの繰り返しですが、農山

漁村の活力の再生が重要である。 

（与謝野議員） 続きまして、二階議員からお願いします。 

（二階議員） 民間議員の先生方からの御提案の中で、農政改革の検討について、「産

業としての持続性の再生」を最初にうたわれたということは大変意義の深いこと

で、重要なことだと思っております。農業が持続性を取り戻すということ、そし

て、事業者による新規参入やイノベーションを促進して利益を上げる産業になる

ことが大事だと思っております。 

 経済産業省では、前にも石破大臣と鳩山大臣にもお越しいただいて、植物工場を

展示したことがあるのですが、最近、また新しい形の植物工場ができたので、それ

をもう一度展示しようということで、今、ＬＥＤを活用して無農薬のレタスやトマ
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トやその他の農産物、野菜を主に展示しておるのですが、外国から来たいろいろな

閣僚や関係者に話をしますと、皆、喜んでその植物工場を見に行くのですが、一般

の方々もお誘いをして断った人はなくて、皆がそれを見に行くのです。農協中央会

の幹部が来まして話をしましたら、すぐ見に行くということで見学に行かれました。 

麻生総理が御視察に行かれた千葉県松戸市の植物工場、あるいは農林水産品を冷

凍保存する技術を持った柏市の企業等が、このことは新聞でも報道されておりまし

たが、この新たなビジネスチャンスをもたらす存在として、農業革命あるいは水産

革命につながるのではないか。このような従来型の農業とは異なる先進的な取組を、

事業者を中心として広めていくことによって、農業生産だけではなくて加工や流通

といった幅広い分野において新たな挑戦のテーマが見つかるので、農業革命、水産

革命を通じて、新規参入が進むことが予測されております。 

今後とも農林水産省と協力しながら、農業の新たな将来像を見出せるように、先

進的な取組を推進することで、農業が成長産業に脱皮できるという具体的な取組を

進めてまいりたいと思っております。 

（与謝野議員） ありがとうございました。それでは、御意見のある方はお願いいた

します。 

 三村議員からどうぞ。 

（三村議員） 日本の農業が危機的状況にあって、一刻も早い改革をしていただくと

の石破大臣のお言葉には誠に共感いたします。したがって、スピーディーな対応

が必要だとまず考えます。 

 それから、今回の「平成の農地改革」法は、「所有から利用への転換」というこ

とですが、これは大きな前進でございまして、我々としても高く評価したいと思い

ますが、「所有から利用への転換」というこの法の趣旨をやはり現場に徹底すると

ともに、運用も含めて意欲ある担い手の積極的な参入が促進されるかどうかという

ことはよくチェックし、その場合に更に必要であれば制度面での手当ても必要では

ないだろうか。このように考えております。 

 ２番目に申し上げたいのですけれども、やや農政ということになりますと生産者

のことが議論されます。しかし、それを食べる消費者がおりまして、生産者だけで

なく消費者にとってもメリットがあるような農政を追求すべきであると思ってお

ります。 

 したがって、現在の米政策なのですけれども、国全体としては例えば財政支出に

よる負担だけではなく、むしろ米価維持による消費者の負担も大きくなっているの

ではないだろうか。だから、この政策のどれを取るかということを評価するときに

は、是非とも消費者にとってという点も考慮して評価していただきたい。 

（与謝野議員） 河村議員、どうぞ。 

（河村議員） 石破臨時議員のお話を聞いていて、一つの大きな方向だと思いますし、

そして、農商工連携が生まれて魅力ある農業を作っていくという方向を目指さな

ければいけないと思いますが、ただ現実に、現場はまだなかなかそういう形にな

っていないのではないかという心配があります。 
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 この前、一定の生産調整もしながら水田をフル活用するのだという一つの大方針

が出ました。これをこれから続けていくのか。それから、今の減反政策を変えるべ

きではないかという話。このアンケート等でも皆さんがそう思っていらっしゃるの

はわかりますが、例えばまだ農家の皆さんがもう一つ、どうしたら良いのかという

ことが染み込んでいかない。 

 私も石破臨時議員が言われた方向というものは間違っていないと思いますし、私

の地元の山口県などでも実際に農家の皆さんは非常に不公平感を感じています。一

生懸命、真面目に減反をやったところが恵まれていないという思いがありますから、

この思いをどうやって受け止めるかということになると、相当、説明責任を果たし

ながらやってもらわなければなりません。 

 それから、各方面の動きを見ていても、まだ一つの方向になっていません。また、

全戸満額所得保障というような政策提言もあるが、これについて少し詳しい説明を

広めていただきたい。 

（岩田議員） 今の点とも関係するのですが、３点ほど申し上げたいのです。 

 １点目は、毎年行われている河北新報社のモニター調査で、何を一番農家が欲し

ているかというアンケートがある。もちろん、お金がもう少し欲しいというのはあ

るのです。補助金が必要だという声もありますが、中長期ビジョンの提起というも

のが 28.6％で、つまり中長期に日本の農業がどのような姿になっているかをはっ

きり示してくれというのが一番多いというのは私にとってはとても印象的で、これ

はやはり政治の世界でもそうだと思うのですが、財政再建、金融政策についても同

じだと私は思っているが、中長期的に正論を説き続けることがやはり政策を担当す

る者にとっては極めて重要な点ではないかということであります。 

 ２点目は、やはり意欲を持っている若い人が参入したいと思うような農業でなけ

ればいけない。ところが、１ヘクタール以下が大部分を占めているのですけれども、

そういうところですと時給が 300円で、最低賃金にも満たない。そうすると、若い

人は意欲があって始めようと思っても、自分の将来設計、生涯設計の姿が描けない。

それだとやはり、ちょっとやってみようと参入したけれども、実は自分の一生を考

えると、とても農業では食べていけないと思って撤退してしまう。つまり能力とや

る気のある方の創意工夫をいかすような経営ができるような環境づくりをやはり

やるべきなのです。それは中長期的な視点に立ってやっていくべきなのではないか。 

 ３点目は、私は今回の補正の一番重要なところは、先ほど石破臨時議員の方から

御説明がありましたけれども、「農地集積加速化事業」は前向きにとらえるべきで

あるし、将来を考える上で極めて重要だと思うのです。 

しかし、成功するためには、言ってみると今の補助金の全体の体系が、生産調整

をどうやって守らせるかということでできていて、その仕組みに気がつくまで私は

時間が要ったのですが、そのように全部できているのです。そうしますと、例えて

言いますと、車で前へ行こうと思ってアクセルを踏むのですが、しかし、ブレーキ

の方も同時に強く踏んでいる。ブレーキを踏んでおいて、それでは加速しましょう

とアクセルを踏んでも空回りして、実際は動かない、車の方は前進しない。そうい
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う姿なのではないかと思うのです。 

もし、そうだとすれば、やはりブレーキの部分は、少しずつ中長期的に減らして

いくというような姿で、漸進的に、方向性は明示して、少しずつ、一歩ずつ、そち

らの中長期的に望ましい形になるように補助金体系全体も見直していくという姿

が望ましいのではないかと思います。 

（与謝野議員） 張議員、どうぞ。 

（張議員） 私は、産業として発展可能な農業を実現することは大変重要だと思って

いますので、それに関して３点御提案申し上げたいと思っております。 

 １点目は、今、議論がいろいろ出ておりますけれども、まずは成功事例を作って、

成果を目に見える形で示すということで関係者の相互理解が深まることが大切だ

と思っております。提言の中でも、先行モデルの実行によるベストプラクティスの

全国展開という考え方が示されておりますが、国が主導して早期に具体的なモデル

を作るべきだろう。そうした成功事例を積み重ねることで、産業として発展可能な

農業への理解を広げて改革を加速化していく必要がある。それで、モデル事業を通

じて意欲のある生産者や企業、地域の参入を促して、まず実績を上げるということ

である。 

 ２点目として、同じく産業として発展可能な農業の実現のために、農業を生産・

加工・流通・販売まで幅広くビジネスとしてとらえる必要があると思っています。

それで最終消費者が求めるものを小売から生産へとフィードバックして伝え、売れ

る農産物を作るという、市場ニーズを起点としたものづくりの発想が大切だろうと

思っています。 

また生産段階だけではなくて、加工・流通・販売も併せて、売れる農産物を市場

に送るための経営感覚というものは大変大事だと思っておりますので、そういった

意味では商業分野、すなわち小売業等の経営感覚を何らかの形で導入する、あるい

は利用するといったことを考えてはどうか。そのために現在の農産物の流通ルート

を、消費者からさかのぼって生産現場までつなぐ仕組みが必要なのではないかと思

います。 

 ３点目として、更に農業をより強化するために、より良い商品をより安く作って、

より早くお届けするという工業的な考えですけれども、こういったことも取り入れ

ることを御提案したいと思っています。 

農業は自然を相手に、しかも生き物を扱うという産業ですので、工業的な考え方

は当てはまらないことも多いのですけれども、例えば作業手順を考えた農場づくり

とか、需要予測に基づいた生産計画とか、コスト削減、先ほど石破臨時議員もおっ

しゃった効率化とか、こういったことが工業は大変得意ですので、こういうことも

少し利用していただいて、是非、皆が参入できるような、せっかく所有から利用へ

という法改正をしていただくので、それを利用していただくとありがたいと思いま

すし、農業の担い手の育成プランの中にもこうした異業種と付き合う機会といいま

すか、学ぶ機会を取り入れる、あるいは異業種の人材を迎え入れることも有効では

ないかと思っております。 
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（与謝野議員） それでは、鳩山議員、どうぞ。 

（鳩山議員） 前にもお話ししましたように、世界食料危機がやってくることは間違

いないのですから、それは米をたくさんと食べて食料自給率を高めていかなけれ

ばならないし、耕作放棄地は解消していかなければならないと思っております。 

 私はいろいろなところへ参ります。赤カブを作っているハウスで２軒の赤カブ農

家が並んでいまして、２軒で１億円の売上げです。これも農業。 

 水田に命をかけて懸命にやっている担い手の方もいる。一方で、土曜日の夜に居

酒屋へ行きますと、市役所の職員が野球か何かの打ち上げをやっておりました。若

い方々が皆 20～30人。私が行ったのは 20時くらいだったのですが、20時半くら

いになったら、皆、ばっと帰った。どうしてこんなに早く帰ってしまうのかと聞い

たら、明日は田んぼの手入れだからと。30人くらいいた若手のうち半分以上は先

祖伝来のわずかな田んぼをやっているのです。これも農業。 

 その辺りをきちんと全部整理するのは大変だと思いますが、わかりやすい農政を

やって、うまい具合に集積をしていただきたいと思います。ただ、大事なことは農

村地帯で食料が生産されて、大都市の住民はそれを食べているという感謝の気持ち

が政治、行政で表れる方がいいのではないか。これが共生の思想です。 

（与謝野議員） 最後に、石破臨時議員からお願いします。 

（石破臨時議員） ありがとうございます。さまざまな御指摘をいただきました。 

 三村先生のおっしゃる消費者の視点はまさしくそうで、日本の場合に消費と生産

の現場が恐ろしく乖離をいたしておりまして、これをどうつなげるかだと思ってお

ります。これも残念なことですが、去年いろいろな事件が起こりました。食べてみ

ても何のことだかわからないということで、偽装がたくさん起こったのです。 

 食の生産現場と消費現場を近づけるということがなければだめなのでありまし

て、消費者の方々にこれがどういう意味を持つのか。高関税を張っておりますので、

消費者負担型でやっているのですが、この農政改革は消費者にどんな利益があり、

それがＷｉｎ－Ｗｉｎの関係で、どうやって生産して利益になるのかということを

きちんとお話しして御説明をする必要があるということは、よく認識をしていると

ころです。 

 河村議員から御指摘をいただきました所得補償の政策提言というのは、米につい

ては７～８年前は選択制と言っていたのです。作りたい人は作ろう、生産参加した

い人は参加しろということが７～８年前は紙になっておりました。それが参議院選

挙のときには生産調整は廃止、減反廃止、所得保障というものが登場したのです。

一番新しいものでは何を言っているかというと、生産目標を定めると言っているの

です。どれが本当なのかわからない。 

とにかく言うことが余りに振れるのですけれども、どうも法案を読んでみますと、

米のみならず、麦にもトウモロコシにも大豆にも牛肉にも豚肉にも卵にも全部、生

産目標を設定すると書いてあります。生産者の意向を踏まえて設定する。消費者は

どこにも出てきません。 

 今年、日本国民がどれだけ牛肉を食べるか、どれだけ豚肉を食べるか、どれだけ
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卵を食べるかなどということを決められれば、だれも苦労はしないのです。それを

どのように全国で決め、それをどうやって 47都道府県に配分し、どうやって各市

町村に配分し、どうやって各農家に配分するかということは、彼らは一切言ってい

ないのです。その事務の負担たるや、今、米だけでもこれだけの負担が現場にかか

っているのです。これを全部やるということになると、日本国中が大混乱になりま

す。やったはいいが達成しなかった人はどうするかということで、ペナルティーや

メリットが全部の産品に及ぶので、絶対にできません。 

 「そんなことはできませんよ」ということをきちんと今まで言っていないので、

これは何がおかしいのかということをきちんと言うところから始めなければなら

ない。実際、この提案は実現不可能ですので、まずそこをきちんと押さえた上で、

議論をきちんとしていきたいと思っております。 

 鳩山議員が御指摘のお話は、いろいろな農業があるというのはそのとおりです。

私たちはやるぞという若い方がいる。ただ、私たちはやるぞという若い方がいない

ところもたくさんありまして、そこをどうするかだと思っております。 

 水田の場合、例えば東京ドームのグラウンドの７倍くらいの広さで米を作ったと

して、年間にどれだけの収入が得られるかというと、それで 400万円です。米を目

一杯作ったとしても、それだけの収入で、そこにも減反がかかるというものをどう

考えるか。私はめいっぱい作りたいのだという経営判断もありましょう。あるいは

二反や三反だけれども、１俵３万円の米を作りたいのだという経営判断もありまし

ょう。どちらも良いことなのですけれども、今の仕組みの中では両方とも減反に参

加しない、ひどい人というような評価になってしまう。 

 岩田議員がおっしゃるように、とにかく生産調整を達成するということが政策の

自己目的になってはいないかということなのです。それが自己目的になったがゆえ

に、いろいろなものが下方に止まらない傾向がある。ここをどうするかということ

だと思っておりまして、多様な農業をどう考えるかということをよく認識をしなが

らやりたいと思います。 

 張議員のおっしゃることはそのとおりでありまして、我々はフードシステムとか

フードチェーンと申しておりますが、生産する現場がある。食品加工があって、卸

があって、外食があって、消費者があってという一連の流れをフードシステムとし

て考えていかなければならない。そのような政策を作っていかねばならないと思っ

ております。 

 私は今の流通ルートを全否定するつもりは全くございませんが、多様なルートと

いうものがもっといかされるべきだと考えておりまして、やはりラーメン屋さんで

もうどん屋さんでも何でもそうなのですが、顧客のニーズはどこにあって、どうす

れば良い付加価値が付けられるか。どうすればコストダウンができるかということ

を考えなければ、ラーメン屋さんもおそば屋さんもつぶれるのであります。 

 ところが、良いものを作るのだけれども、どう売っていいかわからないという

方々が実際に多くいます。売り方はわかるのだけれども、どこに良いものがあるの

かわからないという方々もいらっしゃるので、これはまさしく農商工連携で、そこ
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をどうマッチングさせるかということを併せて考えていきたいと思っております。 

 ただ、作るだけ作ったのだから、「後は売ってください」ということがこのまま

ずっと続くかどうか。そういう方々もおられますが、多様な流通のルートを支援す

ることはやっていきたいと思っております。より良い商品をより安く、より早くと

いうことだと思っております。 

 例えばこの間、自民党本部で東京の農協の方々がお店を開きました。これが飛ぶ

ように売れまして、私は売り子側に立って聞いていたのですけれども、こんなにき

れいな野菜なんだね、こんなに新鮮な野菜なんだねと。やはりトラックで運んでく

ると何時間かはかかるのです。今朝とれた練馬の野菜、今朝とれた三鷹の野菜とい

うことになると、やはり高くても買うよという方がおられるのでありまして、そう

いう多様な流通があるべきだと考えておる次第です。 

 岩田議員のお話は、この減反政策をやった時から言われていることでありまして、

当時、渡辺美智雄先生でしたか、ブレーキとアクセルという言葉ではなくて、冷房

と暖房を一緒にかけるようなものだとおっしゃったことが残っておりますが、やは

りそういう政策はうまくないのでありまして、この政策は一体何を目指すのかとい

うことをきちんとお示しした上で、何年先はどうなるか。一時的に農業予算が増え

ることはあるのかもしれません。ただ、それが投資としてどうやってその利益とな

って返ってくるかをきちんとお示しをしなければ、国民の税金を使うことはまずか

ろうと考えております。 

 若い方々がやっていこうというのは、やはりこれをやってもうかるのだねという

実感がなければだれもやりませんので、それはビジネスモデルという言葉になるの

かもしれませんが、若い人たちがやっていくという自分たちの経営感覚がいかされ

る、いわゆる農業経営者としての育成というか、支援というか、そういうものの政

策はよく考えてまいりたいと思っております。 

（与謝野議員） どうもありがとうございました。一応議論が出尽くしましたので、

本日の議論は「基本方針 2009」に反映させたいと考えております。 

 ここでプレスを入室させた後、本日の議論の締めくくりとして、総理から御発言

をいただくことにいたします。 

（報道関係者入室） 

 

（麻生議長） 財政の話については、「短期は大胆、中期は責任」ということを申し上

げてまいりました。過日のＧ20のサミットにおきましても、主要国は財政政策を

基本的に出動するという形で協調して講じているのは御存じのとおりですけれど

も、同時に財政健全化への具体的な取組を併せて明示をしようとしております。 

 日本でも「中期プログラム」におきまして、景気を立て直すということを前提に

して、消費税を含む税制抜本改革をいかに実施していくかという方針を示しており

まして、これを着実に実行していくということが一番大事だと思っております。 

 いずれにしても「基本方針 2009」におきまして、新たな目標を掲げて、財政健

全化への中長期的な取組姿勢を明確に打ち出していく必要があるという点につき
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まして、今後とも御議論をいただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 農政改革の件につきましても、これは６大臣会合や諮問会議などで、抜本的な見

直しを検討していただいているところであります。農地の集積というものを加速化

するための事業として、平成 21年度の補正予算の有効活用とか制度の改革、これ

は車の両輪として、改革を進めることが必要であろうと存じますので、この「基本

方針」には是非、農政改革の方向性につきまして、更に議論を深めていただいて、

しっかり打ち出していただきたいということをお願いします。よろしくお願い申し

上げます。 

 

（報道関係者退室） 

 

（与謝野議員） それでは、以上をもちまして、本日の経済財政諮問会議を終了させ

ていただきます。どうもありがとうございました。 

（以 上） 


